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新年のご挨拶
新年あけましておめでとうござい

実施に伴い税率別に日々区分記帳
がこれまで以上に記帳の重要性が
増してきます。記帳指導の青色申
告会事務局を是非ご利用くださ
い。青色申告会では会員向けに会

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうござ
います。

計ソフトを推奨しおります。事務

会の会員の皆様におかれまして

ます。
会員皆様におかれましては輝かし
局での会計ソフトの体験をお勧め

は、平成 年の輝かしい新春を健

送信による電子申告の送信を行い

戸川北支部のご協力を賜り、代理

さて、まもなく平成 年分の確

おり、心より感謝申し上げます。

税知識の普及にご尽力いただいて

税道義の高揚と青色申告制度等の

地域に密着した活動を通じて、納

つり・地域まつりへの参加など、

貴会におかれましては、区民ま

り、厚く御礼申し上げます。

深いご理解と多大なるご協力を賜

行政の円滑な運営に対しまして、

役員並びに会員の皆様には、税務

旧年中は、小原会長をはじめ、

びを申し上げます。

やかにお迎えのことと心よりお慶
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い新年をお健やかに迎えられました
致します。

当会では会員皆様の福利厚生の

こととお慶び申し上げます。
さて、平成三十年分の所得税の主

また決算相談に関しては電子申

ため、各種共済事業、今問題になっ

八万円以下で青色事業専従者でない

告を推奨しております。青色申告

な改正として、配偶者控除及び配偶

人は配偶者控除が受けられます。ま

特別控除六十五万円が２年後には

ている自転車事故賠償保険、労働

た、配偶者特別控除は年間合計所得

電子申告以外で申告した場合には

者特別控除の見直しが行われまし

金額が三十八万を超え百二十三万に

五十五万円と十万円へ引き下げに

保険、建設関係の一人親方労働保

アップしましたが配偶者の合計所得

なります。会員皆様にはマイナン

た。納税者の所得金額が一千万円以

金額に加え、納税者の合計所得金額

バーカード取得をお願い致しま

険も行っています。

によっても控除額が変わってきま

す。

下で、配偶者の年間合計所得が三十

す。どちらの控除も納税者が一千万
また、三十一年十月一日から消費

ます。青色申告制度を推進し、税

確定申告期には東京税理士会江

税及び地方消費税の税率が八％から

知識の高揚に努めるために、役職

円を超えると適用できません、

十％へ引き上げられると同時に軽減

の街頭キャンペーンのほか、女性

や早期申告・期限内完納について

の皆様にはｅ ーＴａｘ の利用促進

定申告期を迎えます。毎年、貴会
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部の皆様による「税理士の無料申

告相談」の受付事務や、署内会場

に設置する「青色コーナー」への

従事など、確定申告事務の円滑な

運営に多大なる貢献をいただいて

おり、深く感謝申し上げます。本

年も昨年に引き続き確定申告期に

おけるご支援とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

月から、税率の引上げと併

ところで、消費税については、

本年

いただきます。

たしまして、新年の挨拶とさせて

にご事業のご繁栄を心より祈念い

ご発展と会員の皆様のご健勝並び

法人江戸川北青色申告会の益々の

結びに当たりまして、一般社団

お願い申し上げます。

周知にご協力をいただきますよう

るよう、引き続き、制度の広報・

が円滑に準備を進めることができ

に関係いたします。事業者の皆様

事業者を含め、多くの事業者の方

く、消費税の納税義務のない免税

を取り扱う事業者の方だけでな

す。軽減税率制度は、飲食料品等

せて軽減税率制度が実施されま

10

FAX03（3656）1104
税率制度が実施されます。軽減税率

員一丸となって会員の増強に努め
信頼される青色申告会を目指し

由紀人様

てまいります。今後ともご理解ご
す。
結びに、会員皆様のご多幸を祈
念致しまして新年の挨拶とさせて
頂きます。

江戸川北税務署長

川原

協力を賜りますようお願い致しま

江戸川北青色申告会
会長 小原 忠一

が団体割引保険料でお申込みいただけます。

( 一社）江戸川北青色申告会担当代理店
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会員様ですとアフラックのがん保険・医療保険

「税と暮らしを考える」広報誌

納税表彰者
平成 30 年度
税務功労及び納税功労表彰
（敬称略・五十音順）

税務署長表彰
江戸川区長表彰

小野

税務署長表彰

門屋

眞理

税務署長感謝状

伊藤

美恵子

税務署長感謝状

肇

濱田

信一

東京都功労者表彰

加藤

繁男

税務署長表彰

中村

俊子

江戸川区長表彰

三田

栄一郎

税務署長感謝状

石井

知昭

江戸川区長表彰

坂田

順子

東京都江戸川都税事務所感謝状

松丸

廣

マイナンバーカードの取得を！
！
マイナンバーカード（個人番号カード）
・労働保険
をお持ちでない方は

決算相談期のご相談には上記「確定申告のお
知らせ」はがきまたはお知らせ通知（封書）を
お持ちください。1 月下旬ごろより税務署より
発送予定です。また、今後ご相談には「マイナ
ンバーカード」が必要になる場合もございます。
取得をしていただくようお願い申し上げます。

マイナンバーカードをお持ちの方は
電子証明暗証番号（６桁以上）をお忘れなく

日（月）事務局

青色コーナ勉強会開催
月

階において指導委員会によ
る「青色コーナー出向者向
け勉強会」が行われました。
当日は、江戸川北税務署
布施上席をお迎えし、
「開
業届」
「青色承認申請書」

日（日）パナソニ

家族信託セミナー
月

ックホームズ共催による
「家族信託」研修会＆見学会
が行われました。
当日は寒空の下、船堀の
駅前より錦糸町の展示場研
修室へバスで移動し、研修

あった場合の対応方法の実

い言葉ですが、「大切な財産

家族信託とは聞き慣れな

様より様々なご質問もあり、
もっと詳しくしりたい！ま
た研修を行ってほしい！と
いうお声も聞こえました。
その後、パナソニックホ
ームズ錦糸町展示場、江戸
川展示場の見学会が行われ
ました。参加された方から
は、展示場は足を運びたく
ても中々入りづらいという
声も聞こえましたが、青
｢色
申告会の会員です と
｣おっし
ゃっていただければいつで

16：00

もご利用くださいとお話さ

⑥

の書き方の再確認や、実際

演を布施上席と事務局で行

を家族に託す新しい財産管

れていました。

15 時台

13：00

が行われました。

ってみました。青色申告会

理」とした相続対策という

皆様も素敵な展示場見学

⑤

③

に納税者の方達より質疑が

は毎年、税務署にて決算書

お話をファイナンシャルプ

14 時台

11 時台 ④

②

15：00

⑤

11：00

②

の書き方についてのお手伝

13 時台

14：00

26

いを行っております。

へおでかけください。

10 時台 ③

①

事業継承や相続登記にご相談に

④

個別に相談が行えます。

10：00

2

ランナーの方にご説明いた

「家族信託」セミナーの様子

予約時間

予約時間

税理士先生と個別に

無料相談会のお知らせ

税理士相談会

3

勉強会の様子

司法書士先生と

①

税に関する相談が行えます。

相談日 1 月 9 日（水） 司法書士融資相談会 相談日 1 月 8 日（火）

東京税理士会江戸川北支部の

決算相談前最後のご相談です !! ！

専門家による

12
だきました。参加された皆

江戸川展示場で記念撮影

11

小原 忠一

本年も宜しくお願いいたします。

会 長

副会長 加藤 繁男

副会長 加藤 三千夫

副会長 佐川 信夫

副会長 松丸 廣

1 月７日（月）
9：15
相談開始

理事 ・役員一同

年明けの
ご相談は

